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【市営住宅入居者の募集について】
　吹上地域永吉地区に永吉中央住宅が完成しましたので、入居希望者を次のとおり募集します。
　なお、今回の募集の対象者は、下記募集要件を満たすご家族とします。
募集要件および優先順位　(1)  小学校就学前の子どもがいる世帯または現在校区外の小学生がいる世帯
　　　　　　　　　　　   (2)  これから子どもを産み育てる世帯
募集戸数　３戸(３ＤＫ）　建物構造　鉄筋２階建　家賃　22,100円～ ※家賃は世帯の収入により算定されます。
敷金　入居決定時家賃の３カ月分　共益費　１月当たり3,000円程度(予定)　駐車場使用料　１月１台当たり820円
駐車場保証金　１台につき2,460円　申込期間および受付時間　随時　８時30分～ 17時15分(土、日、祝日除く。)
申込先　本庁建設課および各支所産業建設課(募集案内は、各窓口に用意してあります。)
入居者決定方法　提出された入居申込書から入居資格を審査の上、決定します。　　　　　　　　　　　
【お問い合わせ先】 吹上支所産業建設課建設管理係 TEL 296-2114
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≪ 選挙管理委員会から ≫
【第24回参議院議員通常選挙および鹿児島県知事選挙について】

　任期満了に伴う参議院議員通常選挙および鹿児島県知事選挙が行われます。私たちの生活に身近な選挙ですので、
棄権することなく投票への参加をお願いします。
参議院議員通常選挙公示日　６月22日(水)　鹿児島県知事選挙告示日　６月23日(木)
投票日

 (1)　日時　７月10日(日)　７時から18時まで
 (2)　投票所　市内38カ所（投票所入場券をご確認ください。）
期日前投票

 (1)　期間　参議院議員通常選挙　６月23日(木)から７月９日(土)まで　※期日前投票日が違うので、

　　　　　  鹿児島県知事選挙　　６月24日(金)から７月９日(土)まで　　ご注意ください。

 (2)　時間　８時30分から20時まで
 (3)　場所　本庁および各支所内設置の期日前投票所（どの期日前投票所でも投票できます。）
 (4)　その他　お手元に入場券が無くても、投票所備え付けの宣誓書を記入することで投票できます。
【お問い合わせ先】 日置市選挙管理委員会事務局 TEL 248-9437

≪ 総務課から ≫
【緊急地震速報の情報伝達訓練の実施について】

　「全国瞬時警報システム（J-ALERT）」から送られてくる地震による強い揺れを事前にお知らせするための地震動の
警報予報である「緊急地震速報」について、確実に皆さまへお伝えするために、市では、防災行政無線による緊急情
報伝達の訓練を行います。ご理解のほどよろしくお願いします。
実施日時　６月23日(木)　10時15分ごろ
　　　　　※当日の気象状況等によっては、訓練放送を中止あるいは内容変更する場合があります。
放送内容　防災行政無線チャイムが鳴った後、
　　　　　「緊急地震速報。大地震(おおじしん)です。大地震です。これは訓練放送です。」
　　　　　を３回繰り返し、防災行政無線チャイムが鳴ります。※放送内容は変わる場合があります。
その他 (1)　他市町村でも、さまざまな情報伝達手段で訓練が実施される場合があります。
　　　(2)　「全国瞬時警報システム（J-ALERT）」とは、地震や津波、武力攻撃など、対処に時間的余裕のない事態に
　　　　 関する情報を、人工衛星を用いて国から情報を送信し、防災行政無線等を自動起動することにより、国か
　　　　 ら住民までの緊急情報を瞬時に伝達するシステムです。
　　　(3)　訓練放送に併せて、家族や地域、職場等で、揺れが来るまでに身を守るにはどうしたら良いか考え、その
　　　　 場で行動するなどの訓練を実施しましょう。
　　　　　 ア　緊急地震速報を受信し地震が来る前の行動訓練
　　　　　　　　  (例) 机の下に隠れる等の身を守るための行動
　　　　　 イ　緊急地震速報を受信し地震による揺れが収まった後に避難する等の訓練
　　　　　　　　  (例) より安全な場所に避難する等の避難行動
　　　 (4)　緊急地震速報を活用した訓練については、気象庁ホームページに詳しく掲載されています。
【お問い合わせ先】 本庁総務課防災係 TEL 248-9401 または各支所地域振興課総務係

≪ 市民生活課から ≫
【マイナンバーカード休日交付について】

　マイナンバーカードの交付通知書（ハガキ）が届いた方は、本人確認書類をお持ちのうえ、お住まいの地域の市民
係で本人が受け取ることとなっておりますが、平日に来庁いただけない方については、次の日程で休日にカード交付
を行います。マイナンバーカードは本人受け取りが原則ですが、本人が病気、身体の障がいなどで受け取れない場合
に限り、代理人交付ができます。代理人交付をご希望の場合は必ず事前にお問い合わせいただくなど、交付通知書
（ハガキ）の内容をよく読まれてからおいでください。
窓口開設の日時　６月26日(日)　９時30分～正午
開設する窓口　日置市役所本庁、東市来支所、日吉支所、吹上支所
【お問い合わせ先】 本庁市民生活課市民係 TEL 248-9414　東市来支所市民係 TEL 274-2113
　　　　　　　     日吉支所市民係 TEL 292-2113　吹上支所市民係 TEL 296-2113

≪ 福祉課から ≫
【軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業について】

　軽度・中等度難聴児のコミュニケーション能力向上を支援するため、補聴器購入費の一部を助成します。
対象者　次の全てに該当する児童（18歳未満）の保護者で、日置市内に住所を有する方。
　(1)　両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない児童
　　　（30デシベル未満であっても医師が必要と認める場合は助成の対象となることがあります）
　(2)　補聴器を身に着けることで、言語の獲得等の一定の効果を期待することができると指定医師が判断する児童
　(3)　その属する世帯の世帯員全員について、市町村民税所得割額が46万円未満であること
助成金額　難聴児に係る補聴器の購入等に要する経費と別途定めた基準価格とのいずれか少ない額の２/３を助成し
　　　　ます。 ただし、修理は含みません。
申請に必要なもの（購入前に申請が必要です）
　(1)　申請書　(2)　指定医師の作成した意見書　(3)　意見書の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
※前述以外の書類をご提出いただく場合があります。
※平成28年４月１日から対象となる児童の範囲が拡大されています。詳しくはお問い合わせください。
【お問い合わせ先】 本庁福祉課障害福祉係 TEL 248-9416 または各支所市民課福祉係

≪ 社会教育課から ≫
【伊集院総合運動公園プールの開園およびスイミングキャップ着用のお願いについて】

　伊集院総合運動公園プールを次の期間開園いたします。
期間　７月１日(金) ～８月31日(水)　※荒天時の閉園、大会等がある場合は使用制限があります。
時間　９時～ 18時　※降灰等があった場合は清掃のため開園が遅れる場合もあります。
入場料金　幼児：無料　児童・生徒：100円　一般：210円
　　　　  （25人以上の団体で利用される場合は入場料金の割引があります）
　また、水質維持および衛生管理、危険防止のためスイミングキャップの着用のご協力をお願いします。
　受付にて１枚500円で販売しています。
【お問い合わせ先】 本庁社会教育課スポーツ振興係 TEL 248-9434



伊集院地域

６月19日　松崎内科ひふ科　　　　　TEL 272-2468
６月26日　本庄病院　　　　　　　　TEL 273-2135
　　　　　清田耳鼻咽喉科　　　　　TEL 273-1333
東市来地域

６月19日　博悠会温泉病院　　　　　TEL 274-2238
６月26日　樋口クリニック　　　　　TEL 274-9388
日吉･吹上地域

６月19日　吹上クリニック　　　　　TEL 296-2711
６月26日　外科馬場病院　　　　　　TEL 296-2611
　※診療時間は、各医療機関にお問い合わせください。
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≪ 総務課から ≫
【司法書士による登記･法律相談所(無料)開設】
日時　８月４日(木)  13時～ 16時
場所　市中央公民館 ３階 研修室１(和室)
相談従事者　鹿児島県司法書士会鹿児島支部会員
相談内容　不動産登記全般(権利関係)、民事一般、
　　　　後見、多重債務
予約先　県司法書士会事務局 TEL 256-0335
　　　　※事前予約の方を優先します。
　　　　※相談時間は１人当たり30分
【お問い合わせ先】

  鹿児島県司法書士会 TEL 256-0335

相談従事者　鹿児島県行政書士会日置支部会員
相談内容　相続、後見、公正証書、離婚、その他生活相談
予約先　種子島行政書士事務所  TEL272-2405
　　　　※事前予約の方を優先とします。
　　　　※相談時間は１人当たり30分以内
【お問い合わせ先】

  髙柿俊美行政書士事務所 TEL 080-6476-3924

　　　【行政書士による無料相談会の開催】
日　時 場　所

13時～ 16時
日吉支所 １階 会議室

６月28日(火)
13時～ 16時

東市来支所 ３階 応接室
７月26日(火)

≪ 企画課から≫
【地域公共交通会議の開催について】

日時　６月23日(木)　10時～正午
場所　市中央公民館　研修室２・３
内容 ⑴　平成27年度運行実績について
　　 ⑵　平成29年度フィーダー系統申請について
　　 ⑶　その他
公開 ・非公開　公開（傍聴者定員10人）
その他　会議開催時刻の30分前から傍聴手続きをします。
傍聴の際は、傍聴要領を順守してください。
【お問い合わせ先】 本庁企画課企画統計係 TEL 248-9403

≪ 地域づくり課から≫
【男女共同参画週間について】　

　６月23日(木)から29日(水)は「男女共同参画週間」で
す。一人ひとりの「人権」の確立への取り組みと社会経
済情勢の急速な変化へ対応していくために、男性と女性
が、職場や学校、地域、家庭で、それぞれの個性と能力
を発揮できる「男女共同参画社会」の形成の促進が必要
です。そのために市民の皆さん一人一人が取り組めるこ
とを、この機会に考えてみませんか？
平成28年度キャッチフレーズ

「意識をカイカク。男女でサンカク。社会をヘンカク」

≪ 福祉課から≫
【おもちゃ病院のご案内】

　ひおきおもちゃ病院では、物の大切さとリサイクルの
習慣を広める活動として、毎月第２日曜日に無償（材料
代は実費）で、おもちゃの修理を行っています。
　７月は吹上地域で開催します。ぜひご来場ください。
日時　７月10日(日)13時から16時まで（受付は15時まで）
場所　伊作地区公民館
内容　壊れたおもちゃの修理再生
【お問い合わせ先】 日置市社会福祉協議会 TEL 246-8561

≪ 市民生活課から ≫
【平成28年度第２回吹上浜クリーン作戦市民ボランティア募集について】

　吹上浜の環境美化活動の一環として、ボランティアによる「吹上浜クリーン作戦」を実施します。日本三大砂丘
の一つであり、日本の渚百選にも選ばれている吹上浜の自然や白砂青松の景勝をみんなの手で守り続けましょう。
東市来地域　日時　７月２日(土) ７時から（小雨決行）　集合場所　江口蓬莱館前
日吉地域　　日時　７月24日(日) ７時から（小雨決行）　集合場所　次の中で参加しやすい場所
　　　　　　　(1) 二潟海岸　(2) 下原海岸　(3) 古の山海岸　(4) 天神ヶ尾海岸　(5) 大川河口(吉利海岸側)
　　　　　　　(6) 吉利松山海岸　(7) 吉利冷水海岸
吹上地域　　日時　７月17日(日) ７時から（小雨決行）　集合場所　次の中で参加しやすい場所
　　　　　　　 (1) 旧佑心会入口　(2) 浜田墓地海岸　(3) 小野浜海岸　(4) 花熟里海岸　(5) キャンプ村ロータリー
　　　　　　　 (6) 砂丘荘下ロータリー　(7) 入来浜駐車場
※ゴミ袋・軍手は各集合場所に準備してありますが、帽子・火ばさみなどは各自ご用意ください。
※雨天の場合は、東市来地域は７月16日(土)、日吉地域は７月31日(日)、吹上地域は７月24日(日)に延期することと
し、防災無線で当日６時30分にお知らせします。
【お問い合わせ先】 本庁市民生活課環境１係 TEL 248-9414

≪ 吹上支所産業建設課から ≫
【市営住宅入居者の募集について】

　市営和田ひまわり住宅団地（吹上地域和田地区）の入居希望者を次のとおり募集します。なお、今回の募集の対
象者は次の募集要件を満たすご家族とします。
募集要件および優先順位　(1) 小学校就学前の子供がいる世帯、または現在校区外の小学生がいる世帯
　　　　　　　　　　　   (2) これから子供を産み育てる世帯
募集戸数　２戸（３ＤＫ）　建物構造　鉄筋２階建
家賃　22,700円～※家賃は、世帯の収入により算定されます。
敷金　入居決定時家賃の３か月分　共益費　１月当たり3,000円程度
駐車場使用料　１月１台当たり820円　駐車場保証金　１台につき2,460円
申込期間および受付時間　随時　８時30分から17時15分まで（土・日祝祭日は除く）
申込先　本庁建設課および各支所産業建設課（募集案内は、各窓口に準備してあります）
入居者決定方法　提出された入居申込書から入居資格を審査のうえ決定します。　　　　　　　　　　　
【お問い合わせ先】 吹上支所産業建設課建設管理係 TEL 296-2114

≪ 社会教育課から ≫
【第57回関ケ原戦跡踏破隊隊員募集について】

　関ケ原戦跡踏破隊では、本年度の隊員および指導隊員を募集します。２日間で約70キロの踏破にあなたもチャレン
ジしませんか。皆さんの参加をお待ちしています。
実施期間　８月３日(水) ～７日(日)　申込期間　６月16日(木) ～ 30日(木)

※島津陣跡留魂碑への踏破記念 ( 名前・年齢 ) の彫刻費用として別途 5,000 円が必要になります。
※７月24日(日)午前中に隊員・保護者同伴による事前研修を予定しています。
【お問い合わせ先】 関ケ原戦跡踏破隊事務局　担当：平田 TEL 273-5043　携帯 090-1517-7072

募集人数
申込資格

参加費
申込先

　　　　　　　　　　　一般隊員

10 人程度
(1) 小学校５年生～高校３年生の男女
(2) 事前研修および事後研修等に参加できる人
30,000 円
踏破隊事務局および各学校の担任の先生

　　　　　　　　　　　指導隊員

若干名
(1) 18 歳以上の男女
(2) 事前研修および事後研修等に参加できる人
50,000 円
踏破隊事務局

≪ 東市来支所地域振興課から ≫
【江口浜海浜公園海水浴場監視員募集について】
　江口浜海浜公園では、海水浴場のオープンに伴い、次
のとおり監視員のアルバイトを募集しています。
募集人員　海水浴場監視員　10人程度
応募資格　高校生を除く18歳以上の方で、体力、泳ぎに
　　　　自信のある方※経験者および有資格者歓迎
勤務形態　７月16日(土) ～８月31日(水)
　　　　　９時から18時まで※休みは相談に応じます。
賃金形態　時間額800円～ 1,000円
申込期限　６月30日(木)まで
【申込先 ・ お問い合わせ先】

  ＮＰＯ法人江口浜ビーチサービス TEL 274-4690

≪ 税務課から ≫
【税務職員採用試験受験者募集について】

　人事院九州事務局と熊本国税局では、税務職員採用試
験の受験者を募集します。
　申込受付は６月20日(月)から開始しますので、受験資
格等および受験申込の詳細は、国税庁ホームページの試
験概要をご覧いただくか、次のところへお問い合わせく
ださい。
　なお、申込受付期間および申込先は、申込方法および
希望する第１次試験地により異なりますので、ご注意く
ださい。
【お問い合わせ先】

１　人事院九州事務局 TEL 092-431-7733
２　熊本国税局人事第二課試験研修係 TEL 096-354-6171
３　伊集院税務署 TEL 273-2541 ※自動音声案内

≪ 商工観光課から ≫
事業主の皆さまへ

【学卒求人票の提出はハローワークへお早目に！】
　ハローワークでは、６月20日から来春の中学校、高等
学校卒業予定者の求人（学卒求人）の受付が開始されま
す。多くの生徒は夏休み中に職場見学等を行い、応募先
企業を絞り込みます。
　このような状況を踏まえて、事業主の皆さまには早め
の求人提出をご検討いただき、一人でも多くの学生がふ
るさとで活躍できる機会を与えていただきますよう、ご
理解とご協力をお願いします。
【お問い合わせ先】 ハローワーク伊集院 TEL 273-3161

≪ 総務課から ≫
【台風海難防止運動について】

　串木野海上保安部では、台風来襲時期を迎えるにあたり、台風による海難を防止するため、６月21日(火)から30日
(木)の間、 「来るぞ台風、 備えはよいか！」 をスローガンに海事・漁業関係者、マリンレジャー愛好家、また、一般の
方に対して海難防止思想の普及を図るため「台風海難防止強調運動」を実施します。台風発生時においては、
１．台風情報の早期把握および継続的な情報収集　２．早期避難および保船対策の励行
３．自己救命策の３つの基本「ライフジャケットの常時着用」「防水パック入り携帯電話等の連絡手段の確保」「海の
緊急電話『１１８番』の励行」　等により、海難事故の未然防止に努めましょう。
【お問い合わせ先】 串木野海上保安部交通課 TEL 0996-32-2362

≪ 学校教育課から≫
【平成28年度教科書展示会について】　

　平成28年度から使用する教科書の見本展示を次のとお
り行います。
期間　６月17日(金) ～ 30日(木)[14日間：法定展示期間]
時間　平日９時～ 19時　土日　９時～ 17時
場所　市立中央図書館（鹿児島地区日置教科書センター）
※６月21日(火)･23(木)･30日(木)は，図書館休館日のた
め，市中央公民館ロビーに展示します(時間９時～17時)。
なお，法定展示期間外においても中央図書館に常設して
ありますので、ご覧いただくことができます。
【お問い合わせ先】

  中央図書館 TEL 273-6886 学校教育課 TEL 248-9431
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